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原　　　　著一

組織誘導再生法による歯槽骨欠損部の治癒に関する研究*

高　橋　敬　人　　北　村　秀　和　　大　串　　　勉

青　木　栄　夫　　島　　　信　博　　山　田　　　了

東京歯科大学歯科保存学第二講座

(主任　山田　了教授)

年5月6日受付)

年5月11日受理)

Healing of Bone Defect Using Guided Tissue Regeneration in Dogs

Yoshito TAKAHASHI, Hidekazu KITAMURA, Tutomu OUKUSHI,

〕A

)

(Chief : Prof. Satoru Yamada)

闇　　　　　言

以下GTR法と略す)

は,歯根膜由来細胞を手術野に伸展,根面に誘導し,歯

敵の上皮細胞及び結合組織由来細胞を遮断して,新生白

亜薯の形成を伴った結合織性付着を待るものである｡近

年,このGTR法の理論を応用し,骨の容積を増加させ

る骨新生法の研究が行われている｡

ら1)は,ラットの顎骨骨体に

の骨欠接を形成し,この欠漬部を麓によって

被覆した結果,骨欠也は新生骨によって完全に閉鎖さ

れ,術前の形態を回復していることを報吾している｡ま

た　　　　　ら2)は猿の上顎犬歯根端部に口蓋より唇側

にかけて　　　　-　　　　　　　の骨欠櫨形態を形成

し　　　　を口蓋伽,唇側に用いることによって犬歯

根端部は完全に新生骨によって閉蹟し,元の顎骨体の形

態を回復することを証明した｡さらにGTR法を応用し

た骨の容積の増大に関してはデンタルインプラントの分

野で注Ejされ,多くの種々なる研究がなされている｡

ら3)は,ウサギの大腿骨内に

*本論文の要旨の一部は,第35回日本歯周病学会秋季総
会(平成4年10月17日,札幌)において発表した｡

を埋入し,一部ネジ部を露出させ,この部を

膜によって被覆することにより,周囲骨体より

表面に骨芽細胞を誘導した結果,ある一定の

幅径を有する骨新生を生じることを示した｡　　　　ら

4)はとトにおける　　　　　　　　　症例において,下

顎歯槽堤の幅径を　　　膜を用いたG T R法で増加さ

せ　　　　　埋人を成功させている.その他にもデン

タルインプラントにGTR法を用い,歯槽骨の容積を増

加させる試みは数多く報吾されている掴)｡

ら9)は　　　　法を応用した膜による骨の増加

法の用語に開し,膜を用いる目的をより明確にするため

に　　　　　　　　　　　　　　　の用語を用いるので

はなく　　　　　　　　　　　　　　　　　　の用語の

使用を提唱している｡この様に膜を応用したGTR法に

よって明らかに骨の容積の増加を生じる骨新生は証明さ

れている｡しかし,これらの方法によって生じた新生骨

のq皿　に対する検索は少なく,不明な点が数多くみ

られる｡

今回は,成犬の抜歯雷を用いて,外科的に作製した骨

欠櫨部にG TR法を応用し,その治癒形態を病理組織学

的に観察し　　　　法による歯槽骨体の容積を増加させ

た新生骨の組織学的特徴を検索するものである｡
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実験材料及び方法

1.実験材料

実験動物としては体重　　前後の雑種成犬2頭を用

いた｡これらは実験開始前1ケ月間飼育し,全身状態及

び口腔状態共に健康であることを確認した上で実験に供

した｡

実験に使用した膜は,生体親和性を有する厚さ100

平均　　　以下の非吸収性テフロン膜

(ゴアテックス⑧　　　ヨパッチⅡ,ジャパンゴアテッ

クス株式会社　東京)を高圧蒸気滅菌器(∑　　　　サク

ラ精器株式会社　東京)にて滅菌し使用した｡

2.実験方法

まず犬に　　　　　　　　　　　　　　　　　　動物

用ケタラール⑪50,三共株式会社　東京　　　　　を

筋肉内注射し,その後　　　　　　　　　　　ネンブ

タール◎注射液,アポット･ラボラトリ-ズ米園

を静脈内達射し,全身麻酔を施したO　その後,

実験部位である下顎両側第3第4前臼歯(以下手;育て

と略す)部に　　　　　　　　　万含有

(歯科用キシロカイン⑪カートリッジ了藤沢薬品工業株

式会社　大阪　　　を用い局所麻酔を施した｡そして

下顎第2前臼歯近心から第1後臼歯遠心にフェザ

替刃式外科用メス(フェザー工業株式会社)にて歯槽骨頂

に達する内斜切開を加え,骨肢起子にて粘麓骨膜弁を形

成した｡その後石膏‡を抜去し,ラウンドバー及び骨ノ

ミにて育て抜歯嵩を　､として東側の骨を除去し,縦5

mm,横　　　　幅3mmの骨欠撮を作成した｡

実験群ではその骨欠演形態をすべて覆い,且つ残存歯

槽骨頂を　　　　覆うように膜をトリミングし欠櫨部

に応用した｡この晦　膜は可及的に術前の歯槽骨の形態

を維持するように応用し,膜の移動を阻止するためにα

シアノアクリレート接着剤を膜と菅の間に塗布した.そ

の後粘膜骨膜弁を元に戻し緊密に経合したo

対照群では実験母地製作後,膜を応用せずに粘膜骨膜

弁を戻し経合した｡

6過経過後,実験群では膜除去のための処置を行っ

た｡第1回昌の処置と同様に全身麻酔及び局所麻酔を

行った後,膜応用部位に粘膜骨膜弁を形成し,膜を完全

に霧出させた,その後肢内側の新庄組織を抜傷しないよ

うに編心の達意を払い,膜の除去を行った｡そして再度

粘膜骨麓弁を元の位置に戻し緊密に縫合した｡

8週経過後,対照群,実験群とも前述と同様な方法で

全身麻酔を施し,さらにヘパリンナトリウム注射液(清

水製薬株式会社　静岡　　単位5mlを静脈内注射し

た｡その後生理食塩液(光製薬株式会社　東京)にて前連

流後　　　中性ホルマリンにて連流固定を行った｡その

後実験部位を含む歯牙及び歯周組織を顎骨と共に一塊と

して採取し,一晩同固定液にて浸漬固定後,メタノール

にて脱脂　　　硝酸にて脱灰,エタノール系列にて脱

水　　　ツェロイジンに包壊し,約18メJmの頑舌断的連

続切片を作成後,ヘマトキシリン･エオジン染色を施し

光学項数鏡にて観察した｡

実　験　結　果

1.肉眼的所見

術後6週の膜除去時では,実験群において膜を覆った

歯敵弁の部分が退縮し,膜の一部が露出し,その部分に

少量のプラークの沈着が認められた｡

Re一　　時,膜を除去した結果,抜歯竃を中心とし

た骨欠抜部は,膜を応用した形態で新庄組織が認められ

た｡これら新生組織は触診ではやや硬度を示し,ゴム様

感を示していた(図1)｡

術後8週の屠殺時では,実験群では実験母地を中心と

して組織の新生が著しくほぼ術前と同じ歯槽塊の高さと

幅を示していた(図2)｡一方対照群は,実験母地を中心

として歯槽頂部に凹嵩が形成されていた(図3 )｡

2.光学皐貢微鐘所見

1)対照群:

実験母地内への結合組織の侵入が著しく,これら侵入

した結合組織は,骨の側方への新生を阻害していた(図

4)Q　また,骨の新庄機序は,骨欠損部の周囲である母

床骨壁ならびに嵩洞の底部から生じ,欠損部中央に向

かっていた(図5)｡そして,これら新生骨翼はお互いに

癒合し,新生歯槽骨を形成していた｡しかし,未だに層

板構造を形成していない部位が認められた｡まだ層仮構

-　2　-

図1膜除去の-　　　　　時｡実験母地は新生組
織(ゴム様感)で覆われていた｡
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-　2　-

図1膜除去の　　　　　時o実験母地は新生組
織(ゴム様感)で覆われていた｡
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図2　術後8週実験群o　ほぼ術前の歯槽鼻を示し

ていた｡

図3　術後8週対照群｡歯槽]萎部に凹雷を形成し
ていた｡

造を形成している新庄骨の骨髄に存在する血管の周囲で

は骨芽纏胞が多数認められた｡骨膜の形成は認められず

コラーゲン線経が密に接しており,この部における膏の

修復はほぼ完了していた(図6)｡新庄骨の骨髄腔が新生

骨体に占める室は実験群に比較し明らかに少なかった｡

骨髄腔内には血管が豊富に認められ,内面壁に骨芽細胞

が排列していた(図5).

2)実験群:

膜により造り出された形態にそって骨の新生が認めら

れ,新庄歯槽骨の容積は術前の状態を回復するように再

構築していた(図7)｡膜内側に沿って新生した骨の外表

面では田凸が認められ,一部では破骨編胞が,また一部

では,骨芽細胞で覆われており,いまだに骨の改造修復

が持続していた(図8)｡また,形成された新生骨中には

母床骨に近い部分では一部に骨単位が形成されており,

その層板構造内には骨細胞が多く,その封入細胞は大で

あった｡しかし,層板構造が認められない部分も認めら

-　3

図4　術後8週対照輩｡骨欠損部に結合組織の侵
入を生じていた(矢印)｡

図5　図4の拡大像.母床骨壁からの著しい骨新
生がみられた(矢印)｡

れ,線椎骨から層板骨へ変化していたO骨欠也の周囲に

あたる母床骨舌側部でも骨の新生が認められたが,その

量は膜を応用した頑側の骨に比べるとわずかであった

(図9)｡骨髄腔は,対照群と比較すると,新生骨中に占

める室が著しく多く認められた(図7)oすなわち,麓内

側に沿って形成された新庄骨体の内部はほとんど骨髄で

満たされていた.また,この骨髄腔組織は多くの毛細血
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図6　図4の拡大像｡骨の新生はほぼ完了してい
た｡

図7　術後8過実験群｡ GTR法で応用した膜に
そって骨新生をきたしていた(矢印)｡

4

図8　図7の拡大像｡骨の新庄がいまだ持続して
いる｡

図9　図7の拡大像｡母床骨(舌側部-矢印)から
の骨新生はあまり認められない｡
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図10　図9の拡大像｡骨髄組織内に明らかな骨新
生がみとめられる｡

管が認められ,基寛は脂肪組織で溝たされていた｡この

骨髄組織内には骨梁の形成が,島状に認められ,島状の

骨の周囲には多数の骨芽綿胞が存在していた(図

考　　　　　察

現在試みられているGTR法による骨新生に関して

は,麓を歯槽骨欠損部あるいはデンタルインプラント体

表面に応用し,両者間に空間を保存する｡そして,隣接

する結合組織由来細胞がこれら空間内に侵入するのを阻

止する一方,周囲の母床骨より骨芽綿胞を遊走させるo

その結果,集積した骨芽細胞によって,骨の容積を増加

させるべく骨新生を来すものである｡

従来,歯周疾患によって生じた歯槽骨欠損部に対する

種々なる療法が試みられてきた｡そのひとつとして,骨

欠損部内に凍結脱灰乾燥骨,自家骨, -イドロキシアパ

タイト,活性化ガラス等の人工骨材料を移植する試みも

行われており,これら人工骨材の有する骨伝導能を有効

701

に用いて骨欠競部を母床骨から新生した骨によって満た

すものであるo　したがって従来行われている骨欠抜部に

対する療法は,現在ある状態をより良い状態で塊状を維

持していくものであるO一方　　　法による骨新生の

目的は,現在の状態を維持していくとともに,さらに歯

槽骨の容積をより多く増加させることにある｡そこで,

今回はこれら麓を応用したGTR法によって待られた新

生歯槽骨体を組織学的に検索した｡

今回膜を応用することによって待られた新生歯槽骨体

の組織学的特徴の1つとして骨髄組織があげられる｡本

実験では,頑側に残存する母床骨より応用した膜の内側

に添って骨が新生したもので,形成された新生骨の幅径

は狭い皮費であったo　しかし,この新庄皮質骨は骨欠損

郡全体を被覆し,術前の歯槽骨の容積を回復するように

新しい歯槽骨体を再構築していた｡この場合,実験群の

新生した歯槽骨体では骨髄組織の占める割合が大であ

り, -方,対照群の新庄歯槽骨で骨髄が占める割合と大

きな差を塗じていた｡このことは,先に麓によって誘導

された頑側の母床骨からの骨新生により,ドーム状に歯

槽骨体が形成され,その内部が新生歯槽骨髄で満たされ

たことによるものと患われる｡　　　ら10)は,犬での

デンタルインプラントにおける膜を用いた骨室の増加実

験で,膜によってインプラント体表面に形成された新生

歯槽骨の組織学的な特徴として,新生歯槽骨は薄い皮質

骨で覆われ,さらに新生骨体に占める骨髄組織の割合が

大であることを報吾しており,今回の実験と一致した所

見を示している｡

従来歯槽骨欠損部の治癒形態としては,残存する歯槽

骨壁より新生骨梁が発壊し,日時の経過とともに骨欠櫨

部中央部が新生骨梁によって占められるoこれら歯槽骨

欠損内の骨新生に関しては　　　ヶ月以内に行われる

ことが幸匡吾されている　　一方,歯槽骨内に存在する

骨髄組織内に関しては,歯槽骨体における骨改造機転が

行われている青年期では,多くの造血組織が認められ,

残りの部分が脂肪組織で満たされているが,骨改造機転

があまり行われていない成人では,脂肪組織が増加し,

造血組織は減少していくことが報吾されている13)｡今

回　　　法を用いた歯槽骨の新庄過程に関しては,従

来述べられている骨欠也部における骨新生のような母床

骨となる舌側歯槽骨壁からの新生骨翼の発場はほとんど

認められていない｡一方,今回の骨新生は,応用した膜

の内側に添った骨新生を生じており,創傷治癒の早い段

階で新生歯槽骨体の外形がまず形成されることを示唆し

ている｡そしてその後,新生歯槽骨体内に存在する皇富

-　5　一
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な骨髄組織内に骨改造機転を生じ,歯槽骨体が成熟して

いくものと考えられる.このことは,今E]の組織学的所

見で,骨髄組織は造血組織に富んでおり,誘導形成され

た新生骨面より骨髄組織内に島状に骨新生を生じている

ことからも十分に考えられる｡したがってGTR法によ

る骨新生の形成過程は,従来の骨欠櫨部における骨新庄

とは異なることが示唆された｡

中村14)のインプラントに膜を応用した骨新庄実験にお

いては,膜応用後1ケ月で族を除去した結果,明敏な層

板構造は認められず,封入細胞は大きさ,形態とも不均

一であり,広い範囲を骨髄組織が示していることを報害

している｡

ら3)は,家兎を用いたインプラント周囲骨欠

損部に膜を用い,骨新生を生じた骨に対し,組織学的検

索で術後6週では,母床骨より新生した骨梁は染色性に

富んでおり,現在も骨改造が進行していることを報告し

た0 -万　　　　ら5)は,犬を用いたインプラント周

薗骨欠損部へ　　　膜を応用し,術後18週における組

織像を検索した結果,新生骨は成熟しており,母床骨と

の組織学的差異が認められないことを報害している｡ G

TR法によって新生された骨の成熟期間に関しては,従

来の骨欠損部におけるそれよりも長新聞を有するものと

患われる｡したがって,今回の検索で得られた新生歯槽

骨体もさらに日時の経過によって成熟した骨へ改造する

ことは十分に考えられる｡今後膜を用いたGTR法によ

る新生骨の形成過程に関しては,さらに詳純な検索が必

要である｡

籍　　　　　ま倉

GTR法を用い骨由来編胞を実験母地内に誘導し,形

成された新生骨の組織学的特徴を検索した｡

実験には雑種成犬2頭を用い,下顎の歯槽骨抜歯膏に

外科的に骨欠櫨を作製し　　　法を用いた実験帯と,

いずれの処置も施さない対照群とに分け,術後8週の治

癒を病聾組織学的に検索し,以下の結論を待た.

1.対照群においては実験母地内への結合組織の侵入が

詰められ,骨の新生は阻止され,歯槽骨の側方への増殖

が滅少していた｡また,骨新生は母床骨より伸展してい

た｡

2.実験啓では応用した膜の形態に一致した骨の新生が

詰められ,骨の容積が術前の状態に回復していた｡新生

歯槽骨体に占める骨髄組織の割合が大であった｡また,

母床骨からの骨新生はあまり認められなかった｡

以上の結果よりGTR法の骨欠援-の応用は,明らか

に骨の容積室を増大させ,従来の骨欠櫨部への骨新生と

は,その治癒過程を異にしていた｡
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This study was deslgned to evaluate the histologlCal characteristics of new alveolar bone

で　　　　　　　　　　　　　　　　刊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言

radicular bone was removed to the apICal level of the third and fourth premolars･,and the teeth

were extracted to create bucc0-ridge defects･ The test side of the defect was covered with teflon

membranes;the othor side served as control with no membran. The surglCal schedule was

arranged to yield sacrifice times of 8 weeks.

HistologlCal analys上s after healing demonstrated that complete bone healing･ had occurred

on the test side･ Large marrow spaces had developed between the cortical plates on the buccal

side and the old bone on the lingualside. No new bone formation (bone fill) was observed at

the control site･ This study suggest that GTR procedure may be contributed to regeneration of

the body's own local bone･
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